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診断

ユー 用

ムの開

武藤手IIJ:: 

Development of Computerized System for Soil Diagnosis 

:;;r引における~ tJ袋診断の尖胞fl数は年々 l•:1JJllの傾向

にあり、 tミ業改良；iyfえiViの：i：撲診断主だけでみても、 II行

手IJ581f伎のl：淡診断行：数はがJ・}j 今千flに卜ゐっている。

また他に、 ｝ii子~.~ff苧済成業協1nrnL介述~会の LJ1~診断セ

ンターや、放近では農業｜翁 l•iHJIイヤにおいても i：成分析機

日与を備えて対処している1Vrがよ！Iえて米ている現状にある。

一力、施l没%JUNのlNJJllなどに伴って、 i：壌養分の＇（，＇；イヒ

傾［l1JがMJF!iになってきておりs.8. 13）、これらの l:撲の養

分状態に付しては、従うj去の診断幕i¥1＇では対処できなくな

って米ている。そのため診許fiJ,1;1宇のよ，l,1t＼しが1rわれつつ

あり 1.l 1）、これまでにおカリ予戸長3ザ菜:tillにおけるカりの

泌IJ担ぶなどについて手九社が行われた6.8）。しかし、協，＼（）：

+JU；＇·；における怒素の施JJ~：誌なども合めて、多くの諜慾が

ケ長されている。

このような状況のrt1で、現J坊においどば上壌1診断をより

イ村スム…スに進めることが必要であり、それは上段分

析のが＇＊をコンピ 1 ータ】処Jl！！することによってnr能で

あると,i,uわれる。 I);t°!i；診断においてコンピーf 』ターを不IJ

JIJする，jj¥みはすでにft われているが 10）、 'fih は UJ~cfl:

l＊.に＋I取をおいたUJ!lr診断システムのIJfJ'S告をわったので、

その村正＇~を桜j＇；·寸ゐ。

本桜｛1(0) ・ i'i[Iは、 !l(j,f[l59'1二度第27[nj;,j.（.［じJiV定試J央研究

予告表会（山城県）にt.；いて発表したド

Kazuo MuTo 

Il ム

1 使用機器の構成

1）本体： NEC  PC…9801 （漢字社機）， 2）アロッ

ピー・ディスク： PC…9881 ( 8インチ）， 3）ディス

プレイ：高解像度カラーCRT, 4）プリンター： pc 
-PR 201 (136桁、漢字仕様）

2 プ口グラム雷諾

N88…rJ本語BAS  IC (86) 

彊

本システムは、会て対話t＼せとなっており、概ねディス

プレイの指示に従うだけで、操作可能である。システム

の機能は以干のとおりである。

1 中平日石灰畿の算出

i：成 pH, 仁tit，腐梢，および仮比重ーなどのデータを

入力して、行以質資材（ 5種類）の投入量をアレニウス

衣よりもとめる。なお、 Ii標 pHは6.2または6.5である 0

2 燐酸改良資材畿の算出

燐般の改良目標filiにたいして、 t壌中の有効燐酸、燐

椴l吸収係数、および似比1f(などのデ】タを入力して、燐

般質資材 (lo種類）の投入；辻を求める。なお、改良方法

は中Jll~ による Ji{L、またはi/&:{i ：ょうりんの 1 : 4の混

介のJiil；が選択できる。

[)9 



i': FU/I占｜二三次！検万ノlliif’'.ii'.W;'; 日G; ; (I D8'.i) 

3 総合診断

i：撲の改良il械をJ;¥,fJHrMlll（どによって必定し、 i)J'（の

pH 、 EC 、 J:＆υ.~ii'U~{i: :,: ( C EC:）、 ii"i'J切ドlJ/,1,),I~ (:ft 

j火、 ）＇.＇

よぴ世Y..比 •fi：などのテ守恥タ合人 ）J して、次の I引材J を 1r うけ

1 l JtiJf! "ll Htが制限熊すfぷ（ NO, N）によるもの

か、他のfafifによるものかを＇ l'IJltliじて、 !ii'i眼力i¥''cよ）！；o〕1,f.'.

肢が巧えられるJ:J)i介には、残｛［＂；＼ ぷ：，tit了行f.zU<S0ι:t ／：：一、

他の品Hifによると r，えられる.tJ，）｛＼－にiJ、 イll火的資付吟び〕

』包｝［jf¥:lfri!J90 Iメント ｛ij.と小I心

21 IJJ'COJJ:ir:J,Lfiicl,flll交を ril1;;1I~ 、改良｜｜十；:".f1i'i と Jじべてそ

の治不足を判断して、ィ、犯のJ必｛'IIニlよ改良資中村〕J世人：，：
fぞみーノJ~ Jる， ）］！~ 来lj の」L；イ？には、ユメントを ）＜. ノj 、J ゐ。 ι た、

！日日！、j に燐般についてもそのJI~ イ ；）止を 'l'IJ 附｜して、イサ」：の JJ)j

｛；－にlよ均年内主'[1［伐材のi'！：人：，：や＇i;r:r'[＇，し、 .ir¥¥l利のJお（；－I今 Ii:I 

メント奇火ノJ、4ゐ.. !(fi~ ｛＇；－，診断のゾリント γ ＇ J 卜び） jヂtj 売［／＇.［

I 1・ ノl：したο

後後持母輪終後後特発殺後徒勢特秘録録後後焚後零時株後焚後鈴録後 総 合 診 控訴 （ デ・・ -'J No. l l 投機長採決持長持焚後発詩徒会州録制同特焚様様様様鈴長持後持発

－－向山司日叩ー均四叩...山山町叩…叩叩....ゅ時町一 m ••• ：七土器の改良 El蓄量 司ー 品切山ω 叩叩叩叩叩叩叫司回目ー由也由也占叩匂司叩叩初防叩叩

PH 
7.0 

総議長岩手口f笠（%） 石氏（%）
I 00 70 

護士（%）
20 

主日!Jl.(%)

l 0 

ニ！： ＼認の分析絡梁

寝苦'!Ji謀長立lmgl
50 

lニ綴－＇） イプ 仮上主綴 作：f:i諜（ Cm) 臨調犠磁機（ al
火山 灰 l .0 1 a 1日

pH EC f岡S/cml CEC(mel CaQ（附｝ Mg  0 ( mg l K 2 0 ( mg l トルオグ燐餓（ mgl 鱗綴吸収係数
5.5 自．自a 3日.0 500 100 150 70.0 150日

町時叩時時叩町叩－－・由回目川、町山一… ω 叩・－－－－…川町一 総選飽平日後，，~ランスおよぴ資効t蕗語葉 町一…m 叩時，.. ，何叩白羽目句叩問問問ゆ回目……－ ...田町

llt;謀総和1笠（%） 2ヨl東f克】 をまま：I%l 
16.5 

加！設は｝
10.6 

有効燐般（ mgl fif；正／苦；土 幸子Jニ／ h~~i盟
86.4 59.3 70.0 3.6 1.6 

( + 13帽。｝｛φ10.71 ( +3.5) ｛吋0.6) ( -2日.0) 

弘、一一一…閉山…可制同町一m叩－－－~…一一…－－－－－ 分析総擦と悶燦織との対！：！：. 的司句向 付向日間 F 叩M ,. ….....町向戸切目白句叩町一.......…

。....四1....... z ....... 3 ....同4叩叩均時日…句叩6向仰向抑7－占・－8－叩....9 ..司－－ 10
pH 41－榊φ令φ輔＠φ鞠＠＠＠醐畿ζ＝ α＝＝コ・持・・ 4 ・・・・係 自

ECC櫛Sic踊｝日，＿・＋・・・・後・・・・＋・・・・後・・．，＋・・・・怜・・・・＋・・・・後・・・・＋・・・・持 10 
Base ( % l O Iφ＿.，命令。＠命。ゅφφ＠＠②⑩φφ③織のζ）（）（コ・・・・後・・・・ゃ・・・・持・・・・＋－・・・持 200 

Ca !% E 日1腕。＠輔鞠鞠榊締榊榊輸櫛僻榊偶⑧@KXXXX)・・・ b 持・・・＋・・・・ 9キ l00 
Mg !%l 01φ⑨φ＠＠＠＠φ。ゆ＠⑩⑩争＠⑫φ＠骨φφ舎＠φφ命⑫舎＠φC正＝コ・・・・持・ ・・＋・・・ 発 50 
K !%! Ole母φφ⑫＠窃φ舎＠＠⑮＠＠。φ命＠舎建診キ・・・＋・・・.，キ・・・・＋・・・・舎を・・・・＋・・・・発 25 
Ca/Mg 01－φφ＠⑫②穆φ＠命命翁＠⑫診C疋xxxxxxxxxxコ・・・・..・・。舎を・・・・＋・・・・＊ 10 
乱.！g/K 0 I ⑫命令φ＠者勢参~ζIX」コ＝正＝コcι＝コココC正＝疋x:メヌココ l 0 

P205！焔守｝ 01＠。＠命＠＠＠＠令像＠＠⑫毒事亭亭亭・持・・・・φ・・・・事会・・・・令・・・・後・・・・＋・・・・舎を 200 
ト・・・・ φ・・・・撃を， e ・・＋・・・・告を・・・・＋・ー..予を・・・・争・ －・持・・・ ＋ ・・・ 9キ

後． o: !:H義媛 ＠：分続総長喜 多：幾重詩

…一一…………一…時 b 吋命的…抑制由一……ー…叩－ 3量 級 車喜 楽 …ー…一一 m …“…叩一一一也叩司畑町何一…叩........ 

綴霊安主主芸還ま需の3薬殺が三考えられます｛ 24 mg/lOOg ｝。 主連怒(J)主主J!Ei量殺減らして下ざい⑩
残存芸重重苦滋lま 1 0 a~立たり 24 ( Kg/ JOcm lです吻
ま二土語ゅの軍事効土議霊童i立芸事｛ヒしていますので、綴震皇室護資材lま必要事ありません＠
H寝中の加盟主がかなり議｛ヒしています•！ml!!の！H控室遺書吉詰寄らして下さい＠
官苦ニtと加E患とのバランスがくずれています•I到E患の絞舷議lこi!J霊して下吉い。

命的問…ωωω四回向日－－－＂＂＂崎市町－－ －－－一一一叩悶－－－－叩同叩 ω 改良綴材の慰 問問問叩同時m…ω ……~－~－ －－－・初日山 ω 叩叩匂問叩…・－・・・－－戸町

資材名
綴滋賀紫防
音足首章宏二七
~カ）~
j川現'Ml獄材

IOa~たり（作土 1 0 cm ) 
日 Kg

19:3 Kg 
170 l¥g 

0 Kg 

E罰f昌碩？貨当たり〈作一cl: Ill cm) 
ll Kg 

193 lg 
170 l(g 

日 l(g

発令令持参や持持参を脅さ持参手持参令守宅焚持参キ持参各快持係長持参毛持従事時梼養寺キ怜検特殊持悦梼保持参毒持参争特特悦悦持参キ舎を併後処持参今後今毛布持今手持持鋳持持争時持参争係長＊後採決発令キ怜歩をす毛争手持参や持参争時持持参時発号令発号令持参令持参毛弥持持参を持

凶1 総合診断結果：のプリントアウトの例

... 60 



ii-¥'JJ＇；｛＼＇：ノ、 、／） J~ -1 / Iイ l タ fr平il!ilL !:: UJ~，冷l+J1 シベ －｝－ j、びlIJfJ 11': 

4 施肥築当主 覧（野菜・花き、果樹）

日＇f!fc.ィ1."> I '17fl 11 Jおよび県側（ I0州村）の｝；folll'! そのlj （~＇.＜1 l〕］［およびJ；.，：~），L*ILIえが«ぶされど》 υ なお、キ I

),t,il／が谷｜！日II＇，米ゐ ο 主たfr11あゐいしtMHをJYrli寸ゐと、 'JリのJJ}j{¥' （／）ゾ＇｝ ント γウトのj§rJ＇ぞI-XI2にぶしたい

持持株従長株祷特神経弥誕後後持勢特特録後給処持録後録係持制川 野菜・ 1tき の自主 ll'.喜毒機 持持参も持併後後材”対持検後怜持健保持持制時怜将持静持＂＇争後特

作物名 収鐘 有機物 聖子巡pH
Ct/lOal (t/!Oal 

Kg/lOal 
i昆計

CKg/lOal 加盟CKg/IOal
追 3十議 i阜 3十

きゅうり発b 8.0 4.0 6.0叩 6.5 15 30 45 30 0 30 15 30 45 

……  守 町 … m …－－－町田町－ - 好適pHおよびi革主審議j波 町一白山町叩白叩同時ー 叩－－叩－ - －一同一目白－－問問】叩叩白山田

0－－司凶 l-－目白2句切時白3－－叩－4即日－－5－－何時6叫叩由民7吋叫明日8叩仰叩－9－叩－ -1日

p討 41 ....←・・・発・・ e ・←・・・後・・・ ・C正＝コ・・・＋・・・・祷・・・・争・・・・ 3毛 岳

Base＜主｝ 0 I・・・・ ＋・・・・持 ・・・＋・・＝・＋・・・・告を ・・・＋・・・・舎を・・・・＋・・・・誕 200 
Cao <%J 01 －・・＋ー・・・持 e ・ ・＋・島・~*. ~ ~ .α＝ ・ ・ ・・＋・ー・・後・・・・＋・・・・発 100 
MgO C%l 01・・・・＋・・・・録・・ー・＝・・ー・←ー・考委・..・＋・．．，持・・・・＋ ・・・持 50 
K20 (%l 01・..・・＋・・・ .ex==・・・・＋・・・・持・・・・＋・・・・争各・・・・ φ・・ 6 ・9争 25 

ト・・$・＋・・・・秘・．‘・＋・．。．拠・・・・＋ ... ＂鈴・・・・令・・・・参争・・・・＋・・・・ 9を

持今キタやさ待持後券会持参b持参を持参守勢特効令争処持令手持参をヨキラ母会会事時併持者キ舎を株主委後後宅金持参キ秘告を税特4持参手株券今季勢参争後持持参毛舎を長会キ持勢後持参守勢持参手持参手持参争後持参令孫持参争発事争争時金金持参舎舎や持者持参毛持参寺発持参寺舎を持参吟

関2 キュウリの筋目巴基準（プリントアウトの例）

;;!Yi~ ＇ を’交け、；J<.i·x':ii＇，の 1-)J('pl! からの 111{11 イ ii火山の~／ ll'i 

をl付制itこしていゐ。このため、これらのiJJ~ -e は J；•，υ.~ft；~

利｜）交に本づいてす；111・,することが必吹で、あると ｝~＇. われる。

11(1111571ドj(i；に ：iir リ， ~I刈のTHl::kl!Jl:t~ （キ l 'Jリ、ピマ

1 中和初灰蚤 ン、トマト、ハウス J＼）（•， をかむ）について’＇j~態，iJ,\jft を尖

本シスサムでは、 'i＇手｜｜イ ii火；dlよアレ二二ウスJてにより r1 施した（29点）が、これによればぷ lに1）えすように、i辻i

lいしていゐが、 ｛ifりょにおいてはU；カ Jvi~iJll~ll主(ij ；、 II はij1.イllllkl係d：！交で、みゐと 1rl火目包平Ill交およびJ；＇，，｛），~i！包ね IJ立と 11:
のよりぷめゐのが＇i;;;it、となっている。しかし、』も没~JU／~ の、 EC および｛1i'j隙 ＇L~·手jミとれの村 II幻関係がみられるυ

l)i~ などにおいては、的限me守ゴぷの 1ffl! によって pl! 7うて この関係を、f王111¥係数う〉析（ l'ath －－仁川•fficicnl Analysis) 121 

N 

表 1 各望号E関の主幹籾環係数（nニ 29)

No. '11 ¥k、j 、l'・YJ + t:i'.li/¥ffo'il.': I 2 :; 1 S 

pll S.7 ± り：〉 1 .0000 

EC (ms／《：m) 0.10士 I)' 21 ()' 1:132本 1以）（）。

J討；J,t/i担.fill主｛%） 64.'.l cl 20.:J 0. Sfi68ネ＊ o. 1 o:m I .000。

(, ！火飽和f主（%） 4自1 I I 6. 2 O.ci~:lO件。0920 0. '18oi•l** I以）（）（）

h門的ii店主伝（ 010:1・01111リ／100リ） l:i I I 12. :l り.1361本 ()' 9141 * * ()' 00'.17 0.0101 I 。（）（）り（）

I) {rl:i ノ•j(ii,li(J** '1%、＊：日%である

ハh
リ



:NH,1,I主

章受2 pHと各塁悪悶閣の径路係数分析

効＊の内字予

X 1 , r 1 y ~ ll .4:132 

1t'{j産効果 P1 y 

Ii財産労uW: X21・l'?.y 

X:i1・P3y
,, X41 ・ P4y 

全判il羽 rly 

X2, r2yニ 0.5668

1r＼接効果ド2y

r.n.i:妾効果 X12・P1y

X:12・P:iy

X42・同y

全半II関 r2y

X3, r:iy = 0. 5668 

1白J奇効W: P:iy 

IHH長効果 X13・P1y

。 X23・P2y

'' X43・Pw

全中11l羽 r3y 

X1, r4y = 0.1361 

直接効果 P1y 

li!H長効果 XH園 P1y

X24・P2y

X:H桐 P:iy

全 1'111羽 r4y

村｜関係数 千千Wi¥1系紋 ；；，~ 'n即' 

0.8170 0. 8170 

( (). l 038) ( ~ 0. 080 l) = 0. 0083 

( 0.0920) ( 0. 7106) = 0.0681 

( 0.9111) ( 0.3432) ~ 0. 3240 

0. 4332 

0.0801 = 0.0801 

( 0.1034) ( （）。8170) = 0. 0848 

( 0. 9851) ( 0. 7406) = 。7297

( 0.0057) ( 0.34:l2) = 0.0020 

りCi668

0. 7406 ニ 0.7406 

( 0.0920) ( 0.8170) 0.0752 

( 0. 9854) ( 0.0801）で 0.0789

( 0.0101) (0.3432）ニー0.00:15

0.5830 

0. 3432 0.3432 

( 0.94.¥l) ( 0.8170) = -0.7713 

( 0.0057) （…0. 0801) = 0. 0005 

(-0.0101) ( 0.7406) = -o.oons 
・O. 4361 

it y: pl!、X1・EC,X2 ・Y品慕飽和度、 X:1：；訂版飽和！豆、
X4’梢f唆態空宇1素

によって1￥析ナると（表 2）、pHl土石ii火飽和II支によるfr'U在

効＊が大きい。 ヴ人磁茶店illtlll'tによる広被効果は小さ

く、これは石灰飽和f支のrm後効J誌によってみかけの十日間

{;f,数がiおくなったものと行け；宅される。また、 plIはRc に
よるれの直銭効果が大きく、硝1唆態2長率ーの｜的姿効果はノj、

さかった。硝般態管素のみかけのf1の本II関関係、は巳Cの

ll!J械効架によるものと推察された。これは、 ECと例目変

態集落とはifijい正の宇II関関係、が認められるものの、 pHト：

士、！しでは硝殿態卒：素そのものよりも、硝1峻f議主義索以外の

l鉱JcUについても評価したRCの方がうまく説明か：m来る

ようである。

2 燐駿改良資材難

千葉ら 2）によれば、土壌の燐殴吸収係数の l%の燐酸

( P,Os、熔燐 1: i品:t:il等熔燐主体）の施)jJにより、土

壌中のイl~カ燐酸は約1. 6mQ %市イヒされると考えられ、本

システムではこの方法によって燐酸改良資材訟をtJ/I¥す

ることとした。

3 土壌の塩類集積と残；待望震繋畿の推定

＋壌のr~類集積の斤！と価fi は、 f足技研化学部の士jj)i，診断統

ιU¥t¥ （案） 9）によった。すなわち、店頬集績は｜ム淡の

CEC との｜見述で判定し、これに p引のおfl~ (pH lよ6

0を1t準としている）によって、的般態安亥の集結か、

他のn,('fJiの$ft川、を判断することとした。

制限f~熊本今 lよ EC と閲述が~11いことが主II られており、

このことはJ夫 l からも認められる。すなわち、 1rm唆！l~宅

素はECとの本｜｜関係数が！日jく、 W!tねECの｛自のみでl淡

q1に残イヂしている石市般常素のtlbi；：が11f能と：与えられゐ。

また、表3に不したように、｛！円隊！.＼＼t:＼ミポとfjjl,の桜i刈との

関連について？で路係数分析をi遣Utlしてみゐと、 {if'H駿）ぷ宗

家はECによる1r'fl'lt効果が大きく、 ・)j、 p｝とのみか

けのれの相関は高いものの、 pHによるj1¥j妥効果は小さ

く、それはECの11¥Jf主効果によるものとmt守された。ま

た、石）火飽手｜｜伎との閲！illについてみると、みかけの十Ill羽

は｛氏いものの、 11'r掠効果はやや大きいようである。この

ため、硝峻態＜＞j'j素の捻Ji'には、 ECのみでも卜分JJJ能であ

るが、本システムにおいてはECとII ｝氏飽和｜）交によって

:jjfjじすることとした。このj劾介の指定式l土、

y = 0. 88－ト18.98・XI -0. 07・Xz

i…i 
XI : EC （η1白：／cm）、 Xz ：石！火飽平II皮（%）

であり、この場介のi財II関係数は0.949であった。

章受3 硝自費態議索と各繋閃闘の筏路係数分析

効果の内科 村l関係数往路係数 影守男！

X1, ny = 0.4361 

前：J長効＊ P1y 0.0806 0.0806 

/ill般効果 X日1・P2y ( 0.4332) ( 0.9912) = 0.1291 

，， X:n ・ P:iy ( 0守 5668) ( O. l119) 0.06:l5 

イ〉 X11・ P4Y ( 0.5830) ( 0.2586) = 0.150B 

全半III望1 r ly ～0.4361 

X2, r 2y = 0. 9411 

訂後刻u*ド2y 0.9912 0.9912 

/ill 減効＊ XI 2・P1y ( -0 .1332) ( 0. 0806) 0.0349 

1》 X:i2・P:iy ( 0. 1038) ( 0. I 11 9）ご 0' 0116 

X42・P1y ( 0.0920) ( 0.2586）二 0.0238 

全半III羽 r2y (). 9411 

X:i, r = 0.0057 

Ir'H在効；＋.＇ P:Jy 0.1119 ァ 0.1119 

lllH妻女JJ日i X1:1・ply ( 0.5668) ( 0.0806) == 0.0457 

X2:i・P2y ( 0.1038) ( 0.9912) 0. 1029 
,, X4: ( 0.9854) ( 0.2586）二 0.2518

全 .fl!1対日y 0.0057 

X4, r1yコ 0.0101

世主娘夫｝JW: P4y 0.258G 0.2'l86 

filH!l'効＇~ Xt＂・ ply ( 0. 5830) ( (). 0806）二 0.0470 

X24 P2y ( 0.0920) ( 0.9912) = 。0912

X34・P:iy ( 0.9854) ( 0.1119) = 0.1103 

令制！日j r1y 0.0101 

it y: fri1i同法態術家、 XI: pH、X2: EC：、 Xi Ji;；（）占飽和！芝、

X4 干i11（飽和f主
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氏族：ノf…ソナJレコンビl ターを手lj）けした｜：淡l診断システムのfl日経

4 土壌の梅援組成

｜りげ）灯油J;:O.'s飢）えについては、鎌l!i'l）、；J<本 7）など

の flij＇；があるが、 1i1Litl＇のように J）~~の pl ［はイ II火［臼tillえ

とl¥lJ！虫ががれ、ため、作物のH治 pll；ぬ［Illから l肢のJ{,i;J,t

キIU九を＋ff！じすると、おおよそJ'dのようになる。さらに、

U,(1Jrc j主J:，＇＇，：されている＇ J'f菜、化、および）｝＇.：紛について大

まかなグル」ピングをわった結果を点 5に刀、した。

き提4 作物の好適なま：壌附範矧とi鎮義組成

i'I＇物グルーソ。 plf 
Jj,f, ），~、利l 1&: (%) 

イii此 ：？？！一 川l'!! 令fノド

6. 5～7. () 60へ・70 15 ~ 20 5～JO 80へ 100

b 6.0～6. 5 so～60 ] 5~20 5、〕1() 70～90 

:i. 5～6 5 40～60 10～？，（） 2～1 0 :i2～90 

5 5~6.0 40～50 10～Jl) 2～5 :i2ヘマ 70

e 5.0～5. 5 30～10 5～10 2～ 5 37～ 55 

Ii: 行以／；＂，＇ Utは6l孔卜、日 I:/IJll 'f'Jヒは 2以 l

差是5 作物の好適土壌p刊によるグル…ピング

一 一一一一一
作物
ク、jレ…ブJ

~＇ f 

il サヤ 1 ンド ＇J、ホウレンソウ

、砂
刀、代 花 取材t

fドウ

キ！ウリ、トマト、 7ス、 l:'." マン、力 ;V'Iャ、ブガイモ、 干ケ、力 平 シゴン、 ／、ドウ、オウトウ

b 

d 

スイ力、メ [Iン、インウン、 Lダマメ、 λ イートゴ ン、工ンヤレ y 卜、
ノ、クサイ、ネギ、ミツノ＼ごう、レタス、アメノfラカス、
プI1 ・；コリ、カリフラリー、ノfセリ、セJレリ一、キク、ミョウ？とf、
ウド、ラソカセイ

ンジン、ダイコン、：l；ドウ、シ 1 ンギク、コカプ、ゲマネギ、

干へ’ベツ

イナT、ノiレイシ ＇l、ニン二ケ、シドウ

ストソケ、テ／ ;f, 'J Lリ
グラジオラス、スイむン

リンゴ

ナシ、ウメ、力キ

リンドウ モモ、クリ、力キ

尖｜際の卜）九診断にJ可つては、表4of] Jこぴ表5を参考にし J則ノIJJl1'11i'IW：が90~·1 lOm日（加＇11.飽和！交は 7~ 9 % ）の

て；診断），~ i\1•111（を， i主主主寸るが、ノト伐のliJI 究成 ！.）.＇.；によって逐 州場において、）Jll1/Iの焔肥1；：試験を’だ施した結果によれ

次12Y:liJして千Iくことが必要である。 (J、従米どうりの際iil'}j(ij)j巴；，：がn.く、的}i；，施肥lよi骨収に

Jjけ.~v,- ：，：：の i此1LU;f;1i1Efo＇（については、イ ii；ベは 1001問、＂＂＇° *ii びつかなかった。なお、力11'!1.f!：~手Ill交が10% を加える j劾

トーはお町、）Jll'l1は 15mq WH吃！：100 q、11たり） とした。 イ？には、 l：峨ij・1のJi,,[）よノミランスを考慮して、減Ill':するこ

じECの小さなi)j~では、 J；：.~J.t他府 I Ii<：だけで1ilt¥1すると、 とが必安と忠われる。また、 上Jj~1 [1の長分自イtは化’子！！目

絶／JV,-：，：.似が少なくなゐ。絶対台i刈引を似1i1Hゐために、 料の多量筋mによるだけではなく、むしろ推厩肥の多量

~~］ （こ訂以を200111日とした坊介には、 t肢の pJJがかなり 施用による場合が多く、そのため堆峨肥の投入廷が4t 

十討するだとれがあるため、ここでは訂以の下限付1を100 をおえる場合には、これをお過する養分合展を化学肥料

！聞とした。このような土岐では、 ！こ上京改良とIJ巴J:;'¥・Yn1i!と から糸し引くことが望ましいと考えられる。

。〕関係が111;1床されねばならないが、今絞の，i!J;），＇）＇！である。 また、 ）＇ii:/IJll'Iリヒが2以卜の場介にはバランスにfr

5 土：織の革審分留化に対する診断基準 なが必裂であるとした。

燐11をやか11'117,：，：の過剰レベルの判定は次のとおりとし み；システムの機能には、まだ不卜分な点もあるが、今

た。すなわ九、燐l査では、 ll・tMfl（～lOOmqのj劾介には＆ 後i>.iiill~）に機能の 1f1J.lをはかつてhく予定である。＇￥.＼＇に、

f！；資料 lよ必裂なし、］（）（） ~200m90〕場介には燐ri!Ufiill目：，：：を 総介的なJ診断システムの情築が担まれるが、それは｜；壊

滅らすこと、また200muJ..~、｜ーのん百イ？には燐酸 h(t(IJ巴 Jd：を 2 診断ブアィルに作物栽ん？？？耳目ブァイル、栄ョも診断ファイ

≫'iUf'i'I主：とすることとした。 lJj~111 のイj j)J燐f吸が・1;r化した ル匂：を7,めたデ…タベース的なものである。しかし、 L

J必イ干の、燐際協！！巴Id：については、 J)!.{1検 i:Jrわであり、こ j点診断），1；、Nについても検！討を l変ーする点が多々ある現状で

こでは •jVfJ.lJI~ なぷN とした。 は、 ir'·fc'.:＂な徹夜は例難と ｝~I， われるが、今後これらの｝.＇.（に

また川＇ I＇.；守：，：： l土、 IJll'l1ftJ平Ill立が10%未満のJ))j介には、 ついても検討してわく考えである。

}JI!' I ＇.の施)JI~ ：，：を減らすことに、 1 0%未満でかつ日行：111＇（よ 一一～ 一一…

り大きいN)j介には、）Jil1fl0〕』(tj)J~；;i:にiU：：！：、が必、裂であると 本システムのプログラム・リストを末！己に掲e絞した。
. 6) 

した。宇；：おら カヘ .Qf火キュウリについて、 I：ばli<i＇の ii'i'
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ti・f県i立！ょっム験H;;fi)f＇先ト日：＇； ;;.¥ 6 i} (1985) 

v 19-・26 

12) N.S.Shasha'a、WPNyr人礼ndW.F.Camphcll. l9Tl. 

施設＋xん？の l•;q 力II 』こ f半って、 ['J:li;jも分は・1:-;1ヒするftff1111 lこ ［〕all〕－cocffi仁icnlAnalysis of Correlation ]l，、tw町、n

あり、 :ii&切な）出ん竹~＇ figが必『変となっているが、このため Honey Ilcc Activity and日ecclYic、ldin Ill!／川 I C!?j!U 

に土壌診断は欠かせないものとなっている。この•l)J.し診 L、JArn目白ic.llort .Sc、i.98 I 1 l . 311 ・・… 317 

断をスムースにJ:Jj位よるために、 IJ141&1＊を111心とした；診 13) ,'f社！！！｜行犬. 1983.J;WJUiにおけるI似11リン般の-i'Nflt

断システムをIJ町在した。その機能は次のとおりである。 について l.JJ日品 川.255 .. 261 

1 tji手｜！イii火），：：の鈴I!¥

2 燐円安改良資材f誌の算/J¥

3 総介診断

4 施jj巴），＼：i¥k "if.£ 

ヱドシステムの利Illによってi：与し含断の効率｛とがJ!Jjけさ

れる。
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バl隊：パーソサ！し J/I子I タ 会千iJJIJしたI)九診断シス 7ムび〕IHHI':

Development of Computeri又ed System for Soil Diagnosis 

Kazuo MUTO 

m 

Greenhouse culture has been Ill仁re三郎JilにCVじryye川 1IlIwate、l'町、fcctt日（ヘ丘ndso manuri 

ng r〕I肌 tl口、 base〔Jon soil d1礼gnos1shas become to be vr:ry important. Therefore, the 

じOffif〕utcnzcdsystem for soil d1a認nosiswお developed，札口dits function w日sas follows 

l Calculat1on of丘mountof lime mater 1日！日

2. Calculation of amount of phosi〕hatemater 1als 

3. （れ》ncral日oilcli丘只llOSlS

1. 'l、品hieof stand託rdapplicatwn rate of fertilizer 

By m日乱nsof the computcnzcd sy日tc、m,the soil diagnosis will be efficiently carried out 
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